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松江バイオマス発電株式会社

　島根県の森林・林業において、森林資源の活用とその伐採跡地の更新に
よる循環型林業の確立を目指すためには、「緑の担い手」の確保が従前にも
まして重要な課題になっています。
　当支援センターでは、林業就業者を確保するために募集支援活動を行っ
ています。県外での活動は、「しまねUIターンフェア」等のイベントに併せて

就業相談会を開催しています。県内では、林業就業に向けた高校訪問や高校生等を対象にした
「高性能林業機械操作見学会」の開催や林業ＰＲパンフレットを作成して林業に関心を持って
もらうように活動しています。
　これらの募集支援活動の一環として「緑の担い手MAGAZIN」を発刊していますが、県内43
の認定事業体のうちの8事業体を紹介します。
　なお、島根県内での林業就業活動でご相談があれば、遠慮無く当支援センターをご活用くだ
さい。

①林業に就業した動機は?

②林業に就業して良かったことは?

③仕事を始めた頃から変わったことは?

④林業に対するこれからの夢は?

みーもくん みーなちゃん

Q「担い手」 紹介
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〒690-0045
島根県松江市乃白町219番地  

TEL0852-24-7228
FAX0852-24-7235

林業経験：5年
就業形態：地元

桐田　龍一（33才）

①大自然の中での仕事に興味がありやってみたいと思った。 

②体をめいっぱい動かして仕事をできる事。 

③安全な作業を第一として、作業効率を踏まえた手順を考えて

　行動できるようになった。

④林業に携わるうえでのさらなる技術の向上に努めていき

　たいと思います。

林業経験：3年
就業形態：地元

舩木　海（23才）

①自然の中で行う仕事に、幼少より憧れがあり人生を通してしてみた
　かった。
②開放的な山の景色を眺めることもあり、精神的なストレスがたまら
　ず、体を常に動かすので心身ともに健康を維持できるところです。
③入社したころは分からなかった仕事も緑の雇用事業を通じて研修を続
けてきたこともあり、流れがようやく把握できるようになりました。
季節ごとの仕事の段取りもだんたんとスムーズになってきました。

④下刈り、地拵えなどの造林事業から、伐倒、搬出などの林産事業まで
　はば広くこなせる人材になりたいと思っています。 

松江森林組合 
所在地

　当組合は県庁所在地にあり、都市近郊という立地に加え宍道湖、中海や日本海の
周辺に広がる自然環境豊かな地域で林業に取り組んでいます。今日、森林資源の活
用が叫ばれているなかで、バイオマス発電用チップの供給拠点となる施設を整備し
たことで一層の木材生産に加え、植林、保育等の森林整備により循環型林業を構築
し森林の持つ多面的機能を発揮させ緑豊かな森づくりを進めます。そうした森づく
りの将来を見据えて担い手の育成にも力を入れています。

　林　　干城 代表理事組合長

　

グラップルにて伐倒された材を集積 フォワーダにて集材整備された作業道

就 業 促 進
アドバイザー
コ メ ン ト

都市型の森林組合で、緑化木の展示場をはじめ、環境に優しい林業を目指して取り組まれています。最近では、バイオマス
発電用チップの供給拠点施設を整備し木材の有効利用の拡大にも力を入れておられ、かつ地域林業の担い手として若手育成
にも取り組んでおられます。
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〒69０-2801  
島根県雲南市吉田町2407番地  

連絡先〈掛合支店〉　　　　
TEL0854-62-0027
FAX0854-62-1150

URL:http://www.tanabeco.com/company/recruit.html

林業経験：2年
就業形態：地元

石倉　拓己（20才）

①緑の多い島根で木の本質や魅力をもっと深く知り自然を学びたいと

思った。

②研修や仕事を通じて林業機械や重機を扱わせていただける機会を頂

けたこと。 

③山林に関しての知識があまりなかったが、日々の仕事で林業という

仕事を理解できるようになった。

④一人の従業員として林業機械や重機のオペレーターを上手にこなせ

るようになり社会に貢献できる人材になること。

①高校での授業で山について学び興味を持ったため。 

②自然の中で、清々しい気持ちで仕事が出来ること。 

③「安全」に対する意識が変わり、効率的な作業ができるように心懸

けるようになった。 

④チェーンソー伐倒・造材のスペシャリストになりたい。 

林業経験：2年
就業形態：地元

來海　晋吾（20才）

株式会社　田部  
所在地

　たたら製鉄を始めて 550 余年。たたら操業のために大量の木炭を生産する過程で、
広大な山林を保有するに至りました。
　以来、私たちは山の恵みに感謝し、自然と共生する道を歩んできました。
　現在も約 4,000ha の先達より受け継いだ山々を管理し、この広大な森という自然
のフィールドで、ただ木を切るだけでなく子々孫々に残せる健全な山林を育んでい
ます。
　これからも新しい時代における「未来に残すべき山林」の姿を見据えながら、山
と人とのより良い未来に向かって活動を続けて参ります。

　田部　長右衛門 
代表取締役

　

ハーベスタによる造材作業 フォワーダ積込作業

所有林をはじめとする地域山林の有効利用を目指して、日々山林作業を行っておられ、経営者の、山林へ対する情熱は大き
く役職員一丸となって地域林業、循環型林業に貢献されています。

就 業 促 進
アドバイザー
コ メ ン ト

3



〒699ー 1223   
島根県雲南市大東町下阿用401番地1   

TEL0854-43-8711
FAX0854-43-6680

林業経験：5年
就業形態：地元

山根　健太（26才）

①地域に根差した仕事をしてみたいと考え、林業を始めようと思いま

した。 

②一つの現場をやり切った時の達成感を得られること。

③他の作業員と仕事を協力して行うことで自分自身が明るくなった気

がします。

④より責任のある仕事ができるようになり、20年後、30年後も林業に関

わっていきたいです。

①自然や山の風景が好きで、地元での就業を希望していました。

②間伐した後の山を見ると達成感があり、林業は素晴らしい仕事だと

実感しました。 

③仲間から大切にされ、組合から守られていることで、すべてのこと

に感謝できるようになりました。 

④この地域の山を守り、森林組合の皆さんと共に成長していきたいで

す。

林業経験：3年
就業形態：地元

小池　俊巳（39才）

大原森林組合 
所在地

　当組合は、「伐って、使って、植えて、育てる」循環型林業の実現に向け、森林の持つ多面
的機能を持続的に発揮できる森林づくりを推進しています。
　その主役である担い手の育成と確保に努めているところです。
　現在、現場技術員のメンバーは40名おり、中でも新人育成班では、6名（男性5名、女性1
名）が技術磨きに奮闘しています。
　彼らが手入れした森林が豊かに育ち、次世代に引き継がれることを期待しています。 

小林　憲司代表理事組合長 

　

スイングヤーダによる集材 第5回(H27)林業技術競技会　準優勝伐採作業現場

循環型林業を目指し、地域林業の担い手としての技術者養成に力を入れておられ、雲南地域の林業の将来を担う若手が育っ
ています。今後に期待が持てます。

就 業 促 進
アドバイザー
コ メ ン ト
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〒699-1205   
島根県雲南市大東町須賀285番地2   

TEL0854-43-5554
FAX0854-43-4126

林業経験：3年
就業形態：地元

高橋　昭仁（43才）

①失業中に声をかけてもらった。 

②やりがいのある仕事で面白い。 

③自分で分かるようになって、段取りができるようになってきた。

④もっといろんな事に挑戦していきたい。 

　

①知人から紹介された会社が林業関係だった。 

②季節の変化が目に見えてわかる。 

③木に対して、以前は興味がなかったが、最近では種類が多いのに

　好奇心が沸いてきた。

④大きな災害事故をせぬように、安全に日々を過ごしたい。 

林業経験：３年
就業形態：地元

富田　修二（52才）

株式会社　山守産業  
所在地

　平成26年8月に設立した林業事業体です。
　事業内容は、奥出雲町、雲南市の山林を対象に皆伐による素材生産事業を行っていま
す。建築用材を主体に合板用材、パルプ用材、燃料用材と木材をすべて利用しています。
　伐採跡地の更新については、森林組合と連携しながら植林を行い、「伐って、使って、
植えて、育てる」循環型林業を目指して頑張っています。 

　藤原　和雅 代表取締役

　

チェーンソーによる伐倒作業 大径木の伐採作業

会社設立は、若い事業体であるが、経営者自らが従業員の先頭にたって事業を進めておられ、今後、地域と密着した事業の
推進が期待されています。

就 業 促 進
アドバイザー
コ メ ン ト
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〒694-0064   
島根県大田市大田町大田ロ1047番地3

TEL0854-82-8500 
FAX0854-82-8013 

URL:http://oda-fc.com/

株式会社　山守産業  

林業経験：3年
就業形態：地元

藤江　俊二（21才）

①興味本位で  

②山の生き物や植物がよく分かってきた。 
③作業技術が上がった 

④ 周囲の人達から頼られる職員になる。 

林業経験：1年
就業形態：地元

板垣　龍典（32才）

①登山やキャンプが好きで、山で仕事がしたかった。 

②毎日山へ入れる。 

③体重が増えた。 

④次の世代、さらにその次の世代に繋げられる山を作りたい。

大田市森林組合 
所在地

　地域の森林は成熟してきています。これを資源として利用することにより地域経済の
活性化に繋げ、また伐採跡地へは次代に向けての森林造成を図り、持続的森林経営の土
台を築いていくことが現在の森林組合活動の目的です。
　現実は、木材価格の低迷や生産・流通体制の厳しい条件下での取り組みとなっていま
すが、大田市森林組合では行政を始めとした関係機関との連携を強化し、また、組合員と
の緊密な意思疎通や現場技術の高度化により課題解決に向けて一歩一歩前進しようと
しています。 

　皆田　修司 代表理事組合長 

　

高性能林業機械を使用した利用間伐 高所での伐採作業 さんべ祭りにあわせて開催した林業祭

組合長のもと役職員が一丸となって地域林業のため頑張り、また、組合員のため出来る改善は行い、将来に繋いでいく林業
に取り組んでおられます。

就 業 促 進
アドバイザー
コ メ ン ト
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〒697ー 0121   
島根県浜田市金城町下来原1561番地７   

TEL0855-42-2400 
FAX0855-42-2403 

URL:http://www.sekio-fc.org/work/

林業経験：10年
就業形態：地元 ドラマーの上山さん 大島さんのマイホーム

上山　大輔（30才）

① 知人の紹介により、父の勧めで就職した。 

②山に興味を持つことができた。

　生まれ育ったところで就業できた。

③肉体と精神の改造ができた。

　鍛えた肉体によりドラムが上達した。 

④これまで培ってきた技術を向上させ、地元に貢献できるようになりた

い。 

①岐阜県立森林文化アカデミーを卒業後、行政職を経て、現場作業員に

転職。その後、島根県にIターンした。

②山仕事が大好きだという思いを通じて魅力的な人にたくさん出会え

た。

③県産材を使った家を建て、薪ボイラー等を導入し、常に木と戯れてい

る。

④山で生きる知恵を貪欲に身につけ、安全に永く山仕事をしていたい。 

林業経験：7年
就業形態：I ターン

大島　貴士（39才）

石央森林組合 
所在地

　当組合は島根県西部、浜田市を区域とする森林組合です。業務内容としては植林、保育、伐採、
搬出といった林業部門、コンテナ苗生産や培土の研究開発、バイオマス燃料用チップ製造や、
地元のライディングパークと共同で馬糞と炭を使った有機肥料「粉炭馬力」の製造販売など
を行っています。
　経営理念「林業経営を通じて、森を愛し、森を活かし、森と共生する人と地域を育み、循
環型社会の実現に貢献する森林組合を目指します。」のもと、皆さんと一緒に次の世代へ残る
森林づくり、森林の有効活用による地域づくりにぜひ貢献したいと思っています。

　小川　泰昭代表理事組合長 

　

林産事業現場 コンテナ苗の生産木質バイオマスチップの生産

組合員の所有する山林の幅広い活用を考え事業を進め、苗木生産からバイオマス発電の原料供給まで地域の林業活性化に向
かって役職員が一丸となって取り組んでおられます。

就 業 促 進
アドバイザー
コ メ ン ト
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〒697-0301   
島根県浜田市金城町追原215番地   

TEL0855-42-2718
FAX0855-42-2717

　「地域・木・山と共に！」をモットーに、現在、木材の伐採・搬出事業及び地域の通信線等
の支障木伐採業務を主として行っています。
　一人一人の安全第一、品質の確保、納期の厳守、一人一人のスキル向上、生産性の UP に
向け取り組んでいるところです。 

林業経験：4年
就業形態：地元

山田　類（41才）

①林業に興味を持った為。 

②自然の中で働けること。 

③技術の向上で働く意力が高まるようになった。 

④全体を考慮できる作業員を目指したい。 

①林業の仕事をしている知人がいた為。 

②体力がついたこと。 

③無駄をなくし効率良く働けるようになった。 

④経験を積み、視野を広く持てるようになりたい。 

林業経験：4年
就業形態：地元

徳田　衛（23才）

合同会社　金本商事  
所在地

　金本　清雨代表社員

　

グラップルによる積込み作業 グラップルによる積込み作業

事業主を先頭にして、チームワークと経験豊富な現場職員で地域林業の担い手として活動しておられ、今後、造林・育林作
業等への幅広い活躍に期待をしています。

就 業 促 進
アドバイザー
コ メ ン ト
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〒685-0005   
島根県隠岐郡隠岐の島町東郷神米41番地   

TEL08512-2-0585 
FAX08512-2-6068 

林業経験：6年
就業形態：地元

清水　広和（34才）

①U ターンで仕事を探している時に、勧められて林業をする事にしまし

た。

②山主さんの山がキレイになり、喜んでくれることが励みになります。 

③経験を重ねていくにつれ、危険なこと、注意しなければならないこと

が分かってきて、ヒヤリハットが少なくなりました。

④今まで以上にスキル UP をして、無駄のない動きをし、安全に仕事を

していきたいです。 

林業経験：3年
就業形態：地元

石川　隼也（23才）

①高校生の時、進路を探していた際に、林業というやりがいのありそう

な仕事を見つけたから。

②残業などないので、平日でも自分の時間がつくれること。 

③以前は、他人とのコミュニケーションをとるのが苦手だったが、今は

自分の意見を伝えられるようになった。 

④チェーンソーや刈払機だけでなく、大型の林業機械を扱えるようにな

りたい。

有限会社　酒井材木店  
所在地

　隠岐の島の森林を100年に亘って守り、活用し、育てています。
　先人達から受け継いだ知恵と技術を継承すると同時に、高性能林業機械、GPS、ド
ローンなどの新しい技術も取り入れ、責任を持った丁寧な施業を心がけています。
　木々の喜ぶ美しい山林は、山林所有者の方々の信頼を得ることができ、私たちの誇
りです。
　林業を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、離島という不利な条件のもとでの事業
展開については、自社での陸運業と海運業とを連携させることにより、島内、島外を
含めた独自のシステムを確立し、対応しています。
　人材育成に努め、計画性を持って隠岐の島の未来につながる林業を目指します。　酒井　一昌 代表取締役

　

皆伐跡地に杉コンテナ苗を植林した造林地 自社所有船『富栄丸』で木材を島外へ出荷する様子。林地残材も8㎥コンテナに入れて
バイオ燃料として島外へ出荷

木材の生産から船舶による本土への運搬までを一貫して取り組み、また、手入れの行き届いた所有林の管理とともに隠岐林
業の担い手として頑張っておられます。

就 業 促 進
アドバイザー
コ メ ン ト
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認定事業主一覧

松江

雲南

出雲

県央

浜田

益田

隠岐

事務所 林業事業体名 住　　　所 T E L F A X

H28.11 現在

区 分

大和森林株式会社
大和林業株式会社
松江森林組合
山陰丸和林業株式会社
しまね東部森林組合

日新林業株式会社

株式会社田部
大原森林組合
飯石森林組合
仁多郡森林組合
株式会社山守産業
渡部木材
株式会社出雲木材市場
株式会社もちだ園芸
出雲地区森林組合
須佐チップ工業有限会社
浜村木材有限会社
有限会社ダイチ工業
大田市森林組合
邑智郡森林組合
山興緑化有限会社
石央森林組合
合同会社金本商事
浦田木材株式会社
江津市森林組合
千代延林業有限会社
播磨屋林業株式会社
高津川森林組合
伸共木材協同組合
有限会社三浦木材
株式会社大久保林業
株式会社美都森林
有限会社ジーエムケイ
株式会社リンケン
津和野林産株式会社
有限会社石州造林
グリーンフォレスト合同会社
隠岐島前森林組合
隠岐島後森林組合
有限会社酒井材木店
有限会社池田材木店
株式会社ふせの里
佐山の里 企業組合

松江市東朝日町87番地6
松江市東朝日町87番地6
松江市乃白町219番地
松江市西津田1丁目2番14号
安来市広瀬町広瀬1812番地
松江市殿町383番地
(志々事業所  飯石郡飯南町志津見538番地14)
雲南市掛合町掛合2112番地
雲南市大東町下阿用401番地1
雲南市掛合町掛合2152番地11
仁多郡奥出雲町三成444番地2
雲南市大東町須賀285番地2
雲南市吉田町吉田2847番地
出雲市上塩冶町890番地1
出雲市渡橋町398番地
出雲市塩冶町967番地1
出雲市佐田町反辺1612番地6
出雲市佐田町反辺1440番地20
出雲市斐川町上直江349番地1
大田市大田町大田ロ1047番地3
邑智郡川本町大字因原66番地
邑智郡美郷町小松地320番地
浜田市金城町下来原1561番地7
浜田市金城町追原215番地
浜田市黒川町1572番地1
江津市江津町580番地16
江津市桜江町大貫13番地
江津市桜江町市山518番地5
益田市横田町454番地1
益田市隅村町617番地
益田市須子町48番地9
益田市匹見町匹見イ1141番地
益田市美都町都茂1076番地
益田市美都町都茂1250番地4
鹿足郡吉賀町柿木村柿木625番地5
鹿足郡津和野町部栄93番地2
鹿足郡津和野町邑輝794番地22
鹿足郡吉賀町七日市907番地1
隠岐郡海士町大字海士1491番地1
隠岐郡隠岐の島町池田風呂前65番地1
隠岐郡隠岐の島町東郷神米41番地
隠岐郡隠岐の島町東郷宮田76番地3
隠岐郡隠岐の島町布施218番地7
隠岐郡隠岐の島町都万4177番地

0852-21-6222
0852-22-3840
0852-24-7228
0852-23-1300
0854-32-2680
0852-23-3822
0854-73-0455
0854-62-0027
0854-43-8711
0854-62-1520
0854-54-0021
0854-43-5554
0854-74-0433
0853-21-1855
0853-21-2051
0853-22-4433
0853-84-0414
0853-84-0607
0853-72-4970
0854-82-8500
0855-72-0277
0855-77-0035
0855-42-2400
0855-42-2718
0855-22-0385
0855-52-2252
0855-93-0226
0855-92-1125
0856-25-2667
0856-25-2333
0856-22-1915
0856-56-1092
0856-52-2755
0856-52-2835
0856-79-2535
0856-72-2630
0856-72-0340
0856-73-7550
08514-2-0664
08512-2-0493
08512-2-0585
08512-2-1166
08512-7-4428
08512-6-2732

0852-21-8741
0852-21-8741
0852-24-7235
0852-23-1304
0854-32-2687
0852-23-3826
0854-73-0455
0854-62-1150
0854-43-6680
0854-62-1540
0854-54-1004
0854-43-4126
0854-74-0433
0853-22-3602
0853-21-5452
0853-22-5070
0853-84-0009
0853-84-0008
0853-72-4970
0854-82-8013
0855-72-0624
0855-77-0135
0855-42-2403
0855-42-2717
0855-22-4126
0855-52-2192
0855-93-0252
0855-92-0067
0856-25-2967
0856-25-2907
0856-22-2167
0856-56-1092
0856-52-2780
0856-52-2835
0856-79-2482
0856-72-2630
0856-72-0381

08514-2-0693
08512-2-4541
08512-2-6068
08512-2-1121
08512-7-4428
08512-6-2732

ハ
ハ
イ
ハ
イ

ハ

ハ
イ
イ
イ
ハ
ハ
ハ
ハ
イ
ハ
ハ
ハ
イ
イ
ハ
イ
ハ
ハ
イ
ハ
ハ
イ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
イ
イ
ハ
ハ
ハ
ハ

＊区分
イ：森林組合・森林組合連合会　  森林組合13
ロ：森林所有者の組織する団体　民間業者30
ハ：造林・素材生産業者　                    計43
二：造林・素材生産業者の団体
ホ：その他

みーなちゃん みーもくん

有限会社　酒井材木店  
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H29.3

ご相談・お問い合わせは

公益社団法人　島根県林業公社

島根県林業労働力確保支援センター

〒690-0876　島根県松江市黒田町432-1
TEL0852-32-0253　FAX0852-21-4375
E-mail:shimane-roukakuc@nifty.com

URL http://www.forestry-shimane.or.jp/center/




